広報ひゆうが

口

人

数

51，665人166人増

男女計鵬

0⁝⁝⁝とじて保存しましよう⁝⁝⁝○

にぎわう

土曜 夜市

六時の花火を合図に日向市名物の土曜夜市

が始まりました︒

ことしの夜市は︑上町商店会︑本町商店会

が参加︑八月十日まで行われます︒

歩行者天国として開放された両商店会の道
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︿一般会計﹀

予算 総 額 は

ことに金銭の貸借や財産問題につ

は︑いろくのことに使われます

私たちの日常生活のなかに印鑑

代理人選任届でも

霧印鑑証明は

が引き続いて選ばれました︒

後任の委員に︑中町の日高栄さん

委員のうち一人が任期満了となり

霧十量億三千蕊茸万円
昭和四十九年第二回日向市議会︵六月定例会︶は︑六月
三日招集され︑十三日までの十噌日間︑市長提出の十八件
の議案︑市議会議員提出の二件の議案を審議︑原案どおり
可決して閉会し ま し た ︒

民税や軽自動車税などがすこしや
すくなりました︒また国民健康保
険税条例の改正は保険税の税率が

比べてずっと大きくなったことや

ですが療養費の支払いが昨年度に
ができます︒この登録してある印

目をします︒私たち市民は一人一
個に限って印鑑の登録をすること

いては印鑑が非常にたいせつな役

市長が提出した十八件の議案は

鑑によって印鑑証明書が交付され

引きあげられ高くなりました︒こ
れはもち論法律の改正によるもの

報告五件︑人事案件門件︑条例を
医療福祉制度の向上によって受診
れます︒

明についていろく定めてあるの

率が高くなったことなどが考えら
つぎに︑三つめの条例では市職
が﹁日向市印鑑条例﹂です︒こん
どの議会によってこの条例が一部

ます︒このように印鑑の登録や証

の他二件︒

員などの期末手当が昭和四十九年
度だけ○︑三響増額されました︒

災害が発生すれば︑

一瞬のうち

こともあって︑幸いにして大きな
災害は発生しておりません︒

になりました︒代理人選任届の用
ます︒

紙は市民課窓口に備え付けてあり
つぎの条例改正は︑消防職員の

市職員の給与条例の改正は︑国
されることになりました︒

家公務員の給与に準じて十響改定

覆青年学級は五学級
青年学級を開くときは︑市議会
の議決を得なければなりません︒

昭和四十九年度開設される青年学
去る四十七年崩れた細島清正地

級は別表のとおりです︒

区のガケ地の土砂崩壊防止事業は
国の認可をうけて昨年度から行わ

して行われることになりました︒

れていますが︑今年度は二千五十
四万円の工費をもって市営事業と

雛﹇般会計補正予算総額

はかろうというものです︒また国

にあたる消防業務の円滑な推進を
県の補助事業のきまったものや事
業量が増加したり減ったために行

このたびの予算の補正は︑国や

一億二千八百十五万円

民健康保険条例の改正は︑国民健

八百九十九万円︑曾根土地区画整

塩見川にかかる縁開橋架設事業に

特殊勤務手当について新たな規定
をもうけ︑市民の生命財産の保護

康保険の被保険者などが療養に要
した費用が非常に高額であるとき

した︒

ので﹁細島児童遊園﹂と条例に加
えることになりました︒これで子
どもの公園や遊園は八つになりま

︑平素の
心がけと準備
報や防災上の注意事項をよく

eラジオ︑テレビなどで気象情
聞く︒

のような災害が起こるかをよ

口住居付近の地形からみて︑ど

また︑台風による被害も︑ここ
﹁油断﹂と﹁安心﹂は禁物

たが︑

理事業六千万円︑富島高校東側の

算総額は三十三億三千三百万円と
このほかの予算は四つとも特別

なりました︒

会計で︑公営住宅事業特別会計の
補正が千九百五十万円︒東部第二

川の水かさに注意する︒

危険があるので︑がけの近く

口大雨がつづくとがけくずれの
の人は注意する︒

袋などに入れて︑準備してお

日避難するときの携行品を非常
く︒

出する︒

四飲料水と二食程度の食糧を準

家財道具を台の上や二階へ移

㈲浸水のおそれのある地域は︑
す︒

どもを背負ったり︑浸水地帯

丙ロープや帯を準備する︒ ︵子
を避難するときのため︒︶

く知り︑災害が起こった場合

ランジスタ！ラジオなどを備
えておく︒

︵住所︑本籍

氏名︑生

四家族各人の氏名票を作ってお
く︑

年月日︑年令︑血液型などを
記入したもので︑水にぬれて
もよいもの︒︶

二︑大雨が降りつづ
いたり︑テレビ
ラジオ等により
集中豪雨等の情
報があった場合
e河川の近くに住んでいる人は

どめる︒

のとし︑持ち物は最小限にと

㈲服装は軽快な行動しやすいも

えらび避難する︒

四回り道でも最も安全な道順を

する︒

消防︑警察︑その他防災関係
者の指示に従い︑早期に避難

⇔災害等の状況を軽くみないで

早めに避難する︒

害者︑妊産婦のいる家庭では

⇔老人︑子ども︑病人︑身体障

る︒

火の始末と戸締りを確実にす

e電気︑ガスなどの

一＠騒竈謹三ど譲瀧

経路を確認しておく︒

の安全な避難場所および避難

数年目だったものはなくなりまし
です︒

たちひとりひとりが災害に対する
じゅうぶんな知識

災害から身を守るためには︑私

薩

をもち︑平素から
いつ︑どこで災害

ぶんに対処できる

ように心がけてお
くことがたいせつです︒

災害が発生するおそれがあると
き︑あるいは︑実際に災害が発生
した場合には︑市役所に﹁日向市
災害対策本部﹂が設けられます︒
﹁建設﹂︑

これは︑市長を本部長として︑
﹁民生﹂︑

﹁水防﹂などの十三の

日停電にそなえて懐中電灯︑ト

r⁝⁝ト繭魎墨磨沁転襟物踏廉

にあってもじゅう

われたのが主で︑建設事業費では

は︑そのうちの一部を保険から支
つぎの条例改正は公園条例の﹁

払うということになりました︒

代って印鑑証明書の交付申請書を
提出するときは必ず委任状︵五十

の補正によって現在の↓般会計予

人事案件は﹁日向市固定資産評
価審査委員会﹂の委員を選任する

亀崎通線舗装事業一千八十万円な
どが主なものとなっています︒こ

もので︑

十七日から委任状かまたは代理人

部改正で︑細島公民館横の敷地を

会﹂とは市の固定資産課税台帳に
登録されていることに関する不服
選任届︵語聾不要︶でもよいこと

︵．ゆをむかえて各家庭では︑つ

改正されました︒これまで本人に

十三億七百十五万円となりました

十八年度日向市一般会計予算は三

を審査決定する委員会で︑三人の

傍年︑つゆに人ると全国的に多

ぎの点に注意して災害に備えるこ

子どもの遊園地にするため遊具な

条例の三件はいずれも法律の改正
によるもので︑市税条例の改正に

二万円︒補正後の予算総額は五隠
量の降雨があり︑局地的な集中豪

とが必要です︒

このほか︑議会議員の提出した
に人命︑財産を奪い去りますが︑

青ホ
労年ム
勤少︻

どをつくっていましたが完成した

よって身体障害者のかたがたの市

二千二百六十九万円となりまし
雨に見舞われ︑このため毎年全国

議案が二件ありましたが二件とも

昨年はつゆの降雨量が少なかった

﹁固定資産評価審査委員

土地区画整理事業の補正六百匹十
号 八万円︒曾根土地区画整理事業特
た︒

6 事が主で補正額一億九千百二十九
議会の内部手続きを一部改正した
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青年学級

主

学級名騒三皇聲鶴翼鵬噸騨習内容；代表者

各地で災害が発生しています︒

万円︒国民健康保険事業特別会計
ものです︒

上
同

﹁総務﹂︑

﹁農林﹂︑

部に分かれ︑﹁防災計画﹂に定め
みなさんのところで︑災害によ

られた災害対策にあたります︒

る被害が発生した場合︑あるいは
発生するおそれがあるときは︑す

②二︑一一六番

②二︑一一一番

ぐ﹁本部﹂へ連絡してください︒
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日向市青年学級

年

円印紙貼付︶が必要でしたが六月

月別会計補正予算は︑幹線排水路工

条例の改正したもの三件で︑この
たびの予算の補正によって昭和四

報告五件の内訳は︑昭和四十八
年度の予算を補正したもの二件と

は一般会計と四つの特別会計︑そ

会

改正するもの五件︑補正予算五件

三 十 三 億 七 百 十 五万円に

雛四十八年度最終予算
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市では︑この市の木︑市の花木を
制定するのを機会に︑市民のみな

第十回めを迎える参議院議員通
まりました．

常選挙の投票日が︑七月七日に決
今回の選挙は︑宮崎県選出議員
︵地方区︶と全国選出議員︵全国
区︶の投票が同時に行われます︒

投票開始は午前七時︑投票終了

時聞が延長されます︒
は午後七時です．

繊投票用紙は

色分けがしてあります
無効投票をなくするために︑投
票用紙には色分けがしてあります

雛投票所が
一部変わります
先月号の市広報でお知らせしま
したように︑投票所の一部が変更
になります︒近く配布されます入
場券の投票場所を確認してくださ
い︒

たいせつな一票をムダにしない

することができます︒

︐つ︒

票

よう︑不在者投票を活用しましょ

開
※場所1一日向勤労青少年体育

センター
※時間11午後八時三十分から

で話し合ってみましよう︒

どうしたら防げるかを家族みんな

ら多くなる水の事故等について︑

かめながら︑いっぽうではこれか

ちの生活環境を点検し︑安全を確

ないことですが︑そんな安全はど
こにもありません︒もう一度私た

財産に損害や危害を受ける心配の

が︑いえば︑私たちの生命︑身体

子どもに聞いてもわかることです

す︒安全とは一体なんでしょう︒

七月一日は﹁国民安全の日﹂で

﹁国民安全の日﹂です

七月一日は

社会を築きましょう︒

みんなで手をつなぎ非行のない

行事を行ずことにしています︒

明るく楽しい社会づくりのための

する運動﹂実施委員会をつくって

﹂ですが︑市では﹁社会を明るく

ことしの重点目標は﹁青少年の
非行防止のための地域活動の推進

です︒

社会を築こうとする全国的な運動

いて力を合わせ犯罪のない明るい

理解を深め︑それぞれの立場にお

罪を犯した人たちの更正について

この﹁社会を明るくする運動﹂
は︑すべての国民が犯罪の防止と

運動﹂月聞です︒

の一ヵ月間は﹁社会を明るくする

七月一日から七月三十一日まで

七月一日〜七月三十一日

社会を明るくする運動

駅通り区

とくに参議院議員の通常選挙は
良識の府の殿堂として国民の代表
者を選出する重要な役割りをもつ
変更後の投票所および投票区域
は別表のとおりです︒

新町区

ものであります︒

地方区はうす黄色︑全国区は白
色に区別されています︒

霧不在者投票は早めに

1美々津公民館
1駅通り公民館

有権者のみなさん︑勇気と責任
とほこりをもって清き一票を投じ

獺投票の順序

ても投票はできますが混雑すると

※なお︑投票の際には必ず入場券
をご持参ください︒入場券がなく

籾木通
遠見区

ましょう︒

投票当日︑やむを得ない理由︵

鵜毛区
幸脇町

宮の下区

公私の用事や︑旅行︑病気︑出産

別府区

立縫区

︵投票用紙うす黄色︶を済ませ︑

石並区

投票をする順序は︑まず地方区

︶︑生野典之さん︵南町︶︑河野サカ

エさん︵地蔵︶︑相良時江さん︵鳥
の巣団地︶︑佐藤勝美さん︵堀一方

︶︑永翁幸生さん︵笹野東︶︑奥
田国広さん︵亀崎︶︑鳥原通憲さ
ん︵北町︶︑井上和臣さん︵鳥の
巣団地︶︑黒木義美さん︵江良︶

さん︵庄手向︶︑黒木徳助さん︵

三三幸生さん︵笹野東︶︑日高巌
堀一方︶︑黒木忠義さん︵鶴町︶

中川堅一郎さん︵本町︶︑黒木千
代子さん︵笹野中︶︑山下栄次さ
︶︑岩切米子さん︵新財市︶︑

ん︵本町︶︑三浦博文さん︵曾根

小鳥類の捕獲および
飼養は許可が必要です
愛がん二野鳥類を捕獲または
飼養する場合は︑ ﹁鳥獣保護及

狩猟に関する法律﹂によって規
制を受け︑違反した者について
は体刑または罰金に処するとい
うきびしい罰則も定められてお
ります︒

愛がん用小鳥類を捕獲する場
合は捕獲許可︑飼養する場合は
飼養許可が必要です︒ ︵環境庁

許可申請に必要な書類は︑市

長官または県知事の許可︶

環境保全課にありますのでご利
用ください︒

※参考睡臥がん用小鳥とはメジ
ロ︑ヤマガラ︑マヒワ︑ウソの

田の原区

！田の原公民館

余瀬区

す︒ご注意ください︒

黒木直人さん

秋留公民館1秋留区

きは︑あと回しすることもありま

る

往還守部健二さん
▽﹁わかちあう苗木が

花ケ丘

結ぶ町づくり﹂

▽﹁花と木でつつんで
明るいわが郷土﹂

永江稲田稔さん
▽﹁育てよう市の木
市の花豊かな心﹂

井上サチ子さん

育てる緑の郷土﹂

笹野東 永翁幸生さん
▽﹁つくるよりのこして
鳥の巣団地

▽﹁お隣りも植えたよ

奥野公民鮒一奥野区＿丞駆

ロ︑ウグイス︑ヒバリ︑ホオジ
七種類

繭舩民副難駕笹蜘区

往還区
五十猛神社社務所｝山下区（長江団地含）

獺投票時間が

してあり︑緑化促進の心がうかが
える作品です︒

なお︑入賞者︵最優秀︑優秀︶
表彰式は︑さる五月三十一日︑市
役所会議室で行われました︒

二編︶

審査の結果は︑つぎのとおりで
す︒

︻最優秀作︼

▽﹁たいせつに育てる

︵上編︶

高砂団地︑那須博資さん

心にほほえむ緑﹂
︻優秀作︼

きずこう我らの郷土﹂

▽﹁まず花と緑で

父さん記念の市の木﹂
井上典臣さん
︵三十編︶凹氏名のみ

金ケ浜
﹇佳作︼

︵原町︶︑本部善博さん戸原町︶

広島文男さん︵西草場︶︑甲斐
弘さん︵梶木︶︑上原かなえさん
羽田野桝市さん︵清正︶︑富井助
男さん︵原町︶︑渡部照男さん︵
守手︶︑川崎満洲夫さん︵宮の下
︶︑山下旦天子さん︵本町︶︑石谷

西川内区

新財市区（鳥の二二）中村区

など︒︶で投票ができない人は︑

向江町1丁目・2丁目
亀崎東区 亀崎南区

高々谷区

栄子さん︵広見︶︑和田徳子さん

西川内公民館
塩見小学校跡

投票日の前日までに不在者投票を

亀崎公民館

八坂区

︵都町︶︑松尾三代子さん︵松原

梶木丁
梶木公民館
重手区
1庄手公民館
本谷公民館 本谷区

つぎに全国区︵投票用紙白色︶を

畑浦区

緑化美化標語決ま

さんから緑化美化の標語を募集し
ていましたが︑最優秀作に﹁たい
決まりました︒

せつに育てる心にほほえむ緑﹂が

標語は︑ハガキと投票用紙によ
って投票していただき ま し た が ︑

締め切り日までに八百三十二編の
標語が投票されました︒

審査にあたっては︑あらかじめ

植えよう市の花木﹂

江良
黒木芳隆さん
▽﹁声かけてみんなで

審査基準を定め︑教育長さんや指

なさんが覚えやすい︑簡単に口ず

住みよいまちづくり﹂

花ケ丘 田代言さん
▽﹁花や木を育てて
亀崎東 青柳俊雄さん
▽﹁﹁こんにちは﹂みどりの
片伯部千鶴子さん

中から明るい笑顔﹂

往還

▽﹁緑あり花ある
豊かな町づくり﹂

霧島山公民館鰯島、区霧島、区

亀崎中区

清正区
伊勢区

高松区
落鹿区

高松保育園

飯谷区

鵜毛分校

幸脇公民館
i飯谷公民館
i余瀬公民館

八幡区

堀一方区

細島公民館
細島支所跡
細島保育所
畑浦公民館

吉野川区

笹野西区
笹野中区

笹野東区
金ケ浜区

宮の上下

堀一方公民館

延長されます

原町1丁目・2丁目。3丁目
4丁目（上下原町区含）高砂団地
鶴町1丁目・2丁目・3丁目

行います︒

下原町公民館

導主事の先生がたによって審査さ
れましたが︑このほかに市民のみ
さむことができるような︑五・七
・五︑五・七・七調の文体なども
考慮して審査が行われました︒

最優秀作に選ばれた那須さんの
作品は︑緑をたいせつにしていく
呼びかけや︑育てていく必要性︑

そして人間としての心の豊かさを
育てていく期待性を︑やわらかな
そしてわかりやすいことばで表現

本宮区
曙区
美砂区
美砂公民館

地蔵区

江良区（永江五言）公園通り区

庄手向区

松原区

比良町区
川路区

比良町公民館

曾根区

江良公民館
曾根公民館

こんどの参議院議員選挙の投票

上町街区（中央区含）

日は︑農繁期と重なるために投票

北町街区（亀崎北山）都町街区

霧魁慧総藻鎌霧蹴

投票所および投票所の区域

甲・r鴨

@●・●

9．

です
日

センター

本町街区（旭通区含）中町街区
南町街区 花ケ丘 高見橋通区
東草場区（春原町含）西草場区
広見区 千束口 中原区
勤労青少年体育

域
区
の
所
投票
開
票

投

・

灘

は7月7日

投票

■

8

蕪．羅，L

市の木に﹁もくせい﹂︑市の花
木に﹁つつじ﹂が決まりましたが

数

灘．懸
駿灘灘
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一

〜て

で︑

M

︵・

つゆどきは毎日じめじめとうっ

また︑日本脳炎の心配な季節に
ふるい

め

朗

﹂く

ずらしい

マツツジ︑ミツバツツジ︑レンゲ

原野から山地︑亜高山帯に産す

ツツジ類の総称︒

る低木または小高木で︑よく枝を
分け︑葉は落葉性であるが︑一部
で︑花色は白︑淡紫︑紫赤︑だい

越冬する︒花は漏斗状の合弁花冠
だいなどバラエテノ︐一にとんでい

ヤマツツジの類には︑ヤマツツ

ます︒

ジ︑モチツツジ︑キシツツジ︑ミ

︒ゲ

ヤマキリシマ︑庭園に植えられる
セキデラ︑ミネノマツカゼ︑シロ

キリシマツツジ︑クルメツツジ︑

？一㌔馬怖

き

醒︑

ぺを

るぞセコ
湘
じ

ソ

@

多D一壽

おおきい

ノ

蚤︑隙

@

一︷憲又4．ぞ
せんが︑のどや鼻の粘膜がはれて

霧
@

最も変化が多く︑園芸品種も多く畔

ノツツジなどの種類があります︒対
レ
以上のうち︑ヤマツツジの類がジ

他ムラサキヤシオツツジ︑ アケボテ

普通のものは︒ンゲツツ︒．多︑2

ツバツツジ・ゴヨウツツジなど虹

種噸耀測三鑑

ばかりあります︒ミツバツツジ︑蝿
トウゴクミツバツツジ︑コバノミヶ

り婦ツツジの類ほ＋二種

ツジ︑コメツツジなどの種類があ

ユウ︑その他サツキ︑ウンゼンツ

リ・ウキ・ウ・ムラサキリξ乱

@

冬のとはちがって熱はあまり出ま

軽いくしゃみ︑すっと出てくる

何となくだるいのが特徴です︒

木は︑私たちの生活になくては
ならない大切なものです︒木木の
彰どりは私たちにいこいと安らぎ
市内には多くの種類の木が生え

をあたえてくれます︒

し︑育てていきましょう︒

亀

j里の空の下オムレツのにおいは

とはどんな学問か︑やせる健康食

マジメな話︑日本の古代獣︑数学

コペルニクス︑宇宙人についての

ルシア語入門︑ソロ︑もンの指環︑

た英語表現︑アラビア語入門︑．ヘ

学校で②︑マスコミ文章入門︑き
き方の理論︑日本語にじゃまきれ

試験のすべて︑小さい巨像︑いま

脳狂日本︑賃金のしくみ︑資格

︻生活︑娯楽︼

独と純潔の歌︑

歌枕︑ザルドス︑ジニリアス︑孤

幸福泥棒﹁んツ？﹂︑只今笑談中

ら︑阿呆旅行︑お菓子とわたし︑

庭口論︑ことばへの旅︑北の森か

譜︑浪人列伝︑アラスカ物語︑い
としのブリジッド・ボルド⁝︑家

浪漫︑愛情︶︑蝋美人︑反逆の系

の日︑山本周五郎小説集︵修道︑

ように︑オヨヨ城の秘密︑殿さま

男︑心優しき反逆者たち︑妖女の

ピタゴラス豆畑に死す︑どてらい

軍艦ポルカ︑暗号名は砂漠の鷹

﹇小説・随筆・詩歌︼

りましむ11︒

このほかに児童用図書も数個はい

市立図書館の新刊の一部です．．

刊

巻

ツツジ科のツツジ属のうち︑ヤ難覇㌔本のツツジは世〜

﹁つつじ﹂

唱臥
融．L1L

ぐことになります︒

なりました︒日本脳炎といえば︑

たら︑まあ︑カゼと見て差しつか

鼻汁︑ぞくっとする涼しさを覚え

高熱が出て︑はげしい頭痛やけい
れんを起こすという順序ですが︑

また︑夏季においては︑高温多
湿により生理的に食欲が減退しま

えないでしょう︒

軽ければこれも夏かぜですんでし
まいます︒またポリオ︵小児マヒ
︶も夏かぜの一種だといわれてい
ます︒これは生ワクチンが普及し
て少なくなりました︒日本脳炎は

大きい木︑何十年も何百年も風雪

みんなでこれらの木木を守り愛

介します︒

・私たちの生活を守っている木を紹

ていますが︑そのなかで珍しい木

それは﹁夏まけ﹂とみていいでし
ょう．これは︑高温多湿のため体
にたえぬいた木︑自然の猛威から

す︒日ごろ健康に自信がある人で
も︑ちよつとだるさを自覚したら

を媒介する蚊を撲滅することと︑

内のホルモンのバランスがくずれ

が必要ですが︑まず︑この病源菌

炎天下の運動や過労を避けること

お子さんにはぜひ予防接種を受け
では︑どうずれば﹁夏まけ﹂を

たためです．

だんじょうぶなかたは自然にそれ

防ぐことができるでしょうか︒ふ

予防接種は︑初めての人ですと

ることをおすすめします︒

二回︑前にやったことのあるかた

一般的にはまず︑ビタミン類をた
っぷりとることと︑体内の新陳代

なりの対策をおもちのようですが

なら一回です︒市では実施日が決

をたしかめておきましょう︒

まっていますから︑計画表や広報
など気をつけて見ておいて︑日時

いといわれます︒

謝をよくするために酸をとるとよ

ますが︑とんでもありません︒

ものは敬遠されますが︑夏こそた

夏カゼはバカがひく⁝といわれ
たとえば汗をかいて︑そのまま放
っておくと︑かいた汗に体温を持
んぱく質の多い食べ物をとって体
うにしたいものです︒

暑い季節の食べものは︑油こい

とくに台所の衛生は︑つゆどきの
っていかれて︑カゼをひくという
力を充実させ︑暑さにまけないよ

とうしい日がつづき︑高温と多湿

」『

@
財光寺山ロ博さん宅の「つつじ」
（幹のまわり約1メートル）

食べられる仙野草︑植木のつくり
方．サツキ︑盆栽︑あやとり︑

壁一
一「テ
ブーーウー一一｝「う一，一

に悩まされます︒こうした中で︑

健康を守る決定的なポイントとな
ことがあります︒また夏のカゼは

かみにする楽しさが網を引く人たちを喜ばせてくれます。

調理前の手の消毒︑食器や台所

陸で待ちかまえている40人くらいの人がふた手に分かれて

エーションをするところ……。きようもまた著人の明るい
笑顔が部屋いっぱいに聞こえています。

りましょう︒

の会社や商店で働いている青少年が集まって学習やレクリ

『マ

しかし︑あまり神経質に考える
こともありません︒体にいいから

この地引き網は、海上約400㍍沖に投げ入れられた網を

＿｝一シ

といって油ものばかりでも胃のほ

引きあげるもの。はだしで網を引く快感と生きた魚を手づ
んづくりなどの記念行事を行いました。同ホームは、市内

用品の清潔は当りまえのことです
が︑ふき掃除には逆性石けんを使

嘘翫・

うほか︑食器類は必ず熱湯消毒を

岸で始まりました。

ノ
を利用している人たちが、演奏会や花だ

一一一㌧一

うが参ってしまうかたもありまし
よう︒要は体を動かし︑汗をかき
おなかをすかして食事をとって︑

「はだ

一

よく眠ることが︑結局は夏の暑さ

しで歩こう」で知られているお倉が浜海

鱗

；静養

忘れないでください︒とくに︑ま

ダ脳弓∫

にまけない最良の健康保持といえ

「

ないた︑しゃもじ︑ざる︑たわし

＼

などは︑いつもぬれているようで

ママさんバレーボール大会

すが︑使用後は乾かしておきたい

公園から国民保養センターにかけての550

ママさんの部で優勝した富高チーム、2
位の平岩チーム、3位の大王谷チームは
16日に宮崎市で行われた県大会に日向市
代表として出場、健旧いたしました．

1謂懇讐灘糞欝よ∠

初夏の風物詩ミ地引き網ミが、

＼
。要獅黒；講音撒響

ママさんは富高チームがそれぞれ優勝しました。

歩道が、このほど完成しました。権現崎の遊歩道は権現崎

一

@〜

ものです︒こうした心づかいが︑

いた権現崎（口脇）と御名崎が鼻（平岩）の2ヵ所の自然遊

ましよう︒

ﾃ蓄ラ

が

規則正しい生活で

食中毒や各種の病源菌の侵入を防

癬︑

地引き網、始まる

青少年ホームで楽しいつどい

灘
パパさん、ママさんバレーボール大会が、去る2日午前
9時から勤労青少年体育センターで行われパパさんは岩脇
市が昨年末から市民のピクニックコースとして建設して

新

流れる︑メノーコの奥さん処世術︑

［、

熱戦だったパパさん
自然遊歩道が完成

解

夏の健康を守りましょう
@

窪

9
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鹸せ

．つ．

◎年一回以上は必ず清掃しましょ

しよう︒

◎言書〜六回以上︑点検を受けま

つぎのことに注意しまし ょ う ︒

快適な生活環境をつくるため︑

なっています︒

そうが新たな公害源として問題に

だいじょうぶですか︒最近︑浄化

お宅の水洗便所︵浄化そう︶は

水洗便所は必ず点検を

予防接種を受けましょう ︒

種を実施しております︒もれなく

予防接種場︵市役所内︶で予防接

も午後一時三十分〜三時まで︶に

毎週火曜︑木曜日︵時間はいずれ

市保険衛生課では︑八月までの

です︒

これを媒介する蚊を撲滅すること

この恐ろしい伝染病を予防する
には︑ワクチンによる予防接種と

い伝染病です︒

日本脳炎は︑他の伝染病に比較
して後遺症がはげしく死亡率が高

必ず受けましょう

日本脳炎の予防接種を

寮

例年︑この時期には雨のための
スリップ︑衝突︑追突事故︑道路
視界不良による踏切事故および歩

損壊︑路肩軟弱による転落事故︑

けましよう︒

◎放流水の水質検査を定期的に受

◎送気孔や排気管はふさがないよ

とくに気をつけましょう︒

雨の日の車の運転は危険がいっ
ぱいです︒つぎのことについて

発生しております︒

行者︑自転車事故等の重大事故が

◎放流水は必ず消毒しましょう︒
うにいたしましよう︒

◎モーター式のものは電源を切ら
◎洗浄水は必要量流しましよう︒

ないようにしましよう︒

◎便器内に消毒薬や塩酸などを流

著しく長くなります︒スリップ

距離︶は︑晴天の日に比較して

ブレーキをかけてとまるまでの

◎雨天の際の自動車の制動距離︵

せば︑日向衛生公社︵電話②五三

浄化そうについてのお問い合わ

さないようにしましょう︒

〇五番︶におたずねください︒

にご注意を︒

◎雨天の際の視野は非常に狭く︑

されて暗いうえに︑ガラスがく

農地は換地後も農地です
都市計画によって︑区画整理が

もります︒前方にじゅうぶんご

とくに夜間はライトの光が吸収
なされた区域内の土地は︑現況が

注意を︒

とくに頭きんの使用は︑音が聞

農地以外の状態でも︑公簿上の地
目が農地であれば換地登記後も農
地ですから家を建てたり︑農地以

こえにくくなります︒じゆうぶ

◎雨天の際の自転車乗りの雨具︑

外の地目に変更する場合は届け出

んなご注意を︒

山間部の道路は長雨のため路肩

◎舗装されていない道路︑とくに

をする必要があります︒

届出書は︑農業委員会を経由し

が弱く崩れる危険があります︒

て知事に提出することになってい
ますので︑くわしいことは︑市農

な車間距離の保持に努めましょ

会のおもな活動は︑ ﹁つつじ﹂

さし木︑つぎ木の講習会等も計画
しています︒会費は︑ひと月に百

を植えたり︑展示会を開催したり

たまりのある付近では徐行運転

円です︒

γつ︒

をしましよう︒

境保全課自然保護係︵電話②一二

◎ドロハネ運転をしないため︑水

警察官募集

ねください︒

宮崎県約三十人

七月一日現在で就業構造基本調

ご協力を

就業構造基本調査に

持参ください．

なお︑届け出の際には印鑑をご

受け付けています︒

どちらの届けも市福祉事務所で

ください︒

れない場合がありますのでご注意

受給資格があっても手当が受けら

もし︑この届けを出さないと︑

に所得状況届を出してください︒

また︑児童扶養手当︑特別児童
扶養手当を受けている人も今月中

ただくことになっています︒

は︑六月中に現況届を提禺してい

児童手当を受給されているかた

今月末までです

児童手当現況届は

﹁一番︑内線四＝二番︶におたず

くわしいことについては︑市環

県人事委員会では︑つぎのとお
▽採用予定数

り警察官を募集します︒

その他の都府県約三十八人

▽試験日11昭和四十九年八月四日

月二十四日越ら七月十八日まで

▽受け付け期間臨昭和四十九年六

日から昭和二十八年四月一日ま

▽受験資格睡昭和二十二年四月二

でに生まれた男子で︑大学卒業

者および来春卒業見込みの人
▽試験地1一宮崎市

宮崎県人事

▽申し込み用紙請求先四日向警察
署警務係
▽申し込み書提出先

委員会または日向警察署

つつじ愛好者を

市の花木に決まった﹁つつじ﹂
を愛好する人たちが集まって︑日

募っています

ともに積み荷︑とくに砂利砕石

つねに制限以下の積載をすると

自ら危険を招くことのないよう

◎積み荷等は︑重量超過によって

とくにご注意を︒

番︑内線三四二番︶におたずねく

業委員会事務局︵電話②一＝＝
ださい︒

つゆ期です

いま会員を募集しています︒

ることを目的とします︒調査員が

査が行われます︒この調査は︑国
民の就業状態に関する基本的構造
を全国および地域別に明らかにす

向市つつじ愛好会を結成し︑ただ

みんなで﹁つつじ﹂をまちいっ
ぱいにして︑明るい日向市をつく

等が荷台からもれて落ちたり飛

ろうというもので︑どなたでも入

び散ったりしないようにしまし
◎郊外︑市街地を問わず︑舗装道

会できます︒

よγつ︒

路での走行は雨による制動距離

車の運転は安全に
つゆ期における交通事故防止運

ののびを考え︑安全速度と適切

伺いますのでご協力ください︒
す︒

動が︑ただいま実施されておりま

